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 教皇フランシスコによる“奉献生活年”の発表は世界の全ての修道者に

とって大きなニュースです。この一年は私たちの修道生活をもっとよく

知ってもらい、その価値を認めてもらうとても素晴らしい機会となりま

す。それで、私たちはこの機会を十分に利用して多くの益を引き出す必要

があります。準備する期間は7ヵ月を切っています。私はこの紙面を借り

て、この奉献生活年についていくつかの基本的な情報を皆さんと分かち合

いたいと思います。この情報は、大部分、「奉献・使徒的生活会省」の長

官、João Braz de Aviz 枢機卿によってこの1月31日になされた発表から取っ

ていますが、私はこの枢機卿の言葉をここで数回引用することにします。 

奉献生活年の目的と目標： 

 ＊ 第二バチカン公会議、および、「奉献生活の刷新・適応に関する教

令」発布、の 50周年を祝うこと。私たちはこの一年が過去50年を感謝

のうちに思い起こす機会となるよう望みます。 

 ＊ 希望をもって未来に応じること。社会と教会自身が直面している危機

は、奉献生活にもそのまま及んでいます。しかし、私たちは、修道生

活はイエスご自身によって教会の不可欠の部分として望まれているの

で教会から決して消滅することはない、という確信に動機づけられ

て、この危機を、死へと続くものとしてではなく、深みにおいて、つ

まり、希望のうちに成長する機会として受け取りたいと思います。 

 ＊ 現在を懸命に生きること。奉献生活年は、私たちの召命を福音に適っ

たものとし、また、私たちの生活が表現される様々なやり方において

“キリストに従う”ことの持つすばらしさを証しするための重要な期間

となるでしょう。奉献生活者はそれぞれの創立者から自分たちに遺産と

して委ねられた証しに従事します。修道者は、教皇フランシスコが修道

会の総長たちに要請したように、自分たちの預言者的証し、特に、実存

的な限界状況の貧しさと考え方に身を置いて、“世界を目覚めさせた

い”と望みます。 

奉献生活年のその他の計画： 

 ＊ 男女修道者の国際会議（ローマ）：若い修道者、終生誓願者、養成担

当者の会議 

 ＊ 国際展示会：歴史の只中で福音を生きてきた奉献生活について 

 ＊ 公文書の準備：司教と修道者の関係を規定する公文書、“Mutuae rela-

tiones 相互の関係”の改訂、および、修道者の生活と宣教に関する出版

物 
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私たちマリアニストの応答： 

  João Braz de Aviz 枢機卿が私たちに勧めていることは、三つの方法で私たちの修道生

活に新しいダイナミズムを与えることです。 

① 生きてきた修道生活に対して神に感謝すること 

② 修道生活の危機にもかかわらず、またそれ以上に、その危機に刺激されて、希望

をもって未来へと向かうこと 

③ 私たちの修道生活を真剣に生きること 

  これらのアピールは、「火をかきたてる」と私たちに呼びかけている先の総会の意味

深長な意向、すなわち、受け取った遺産に感謝して、それを自分のものとし、それを真

剣に生きること、と呼応しています。総会の具体的な示唆は、確かに、私たちが最大限

に奉献生活年を真剣に生きるようにしてくれるものです。 

   

  私たちが受け取った招きの意味に応える具体的な活動の例を、以下に幾つか挙げてみます。 

 感謝すること： 

① 教会と世界の至る所に、修道生活とその重要性をより良く知らせること 

② マリア会の歴史と、私たちが携わっている国、地域、仕事におけるその貢献を強調すること 

③ 何人かの特徴的なマリアニスト的人物、すなわち、マリアニストの福者たち、マリア会の何人かの偉大な初

期の会員たち、あまりよく知られてはいないが、私たちの伝統の中で多様な側面を持つ豊かさに光を当てて

いるある会員たちを知らせること 

④ ビデオ、合成画、展示物、冊子などの配布物を作成する 

 希望をもって未来へと向かうこと： 

① 修道者がマリア会、汚れなきマリア修道会、アリアンス・マリアルのために生きて、成し遂げつつあるもの

を神に感謝すること 

② 共同体との直接のコンタクト、すなわち、共同体との集い、共同体の場所への訪問、修道生活の一日体験、

など 

③ 召命について考える時間を設ける。すなわち、マリアニスト修道生活に他の人々を招くこと、私たちの召命

司牧の資料を再検討すること、など 

 私たちの修道生活を真剣に生きること： 

① 先の総会「火をかきたてる」のテキスト、および、自分の行政単位のガイドラインからチャレンジを受ける

こと 

② 私たちマリアニストの生活と宣教活動に新しいダイナミズムを真に与えてくれる現実的で勇敢な行政単位あ

るいは共同体の計画を作り上げること 

③ これらのガイドラインを個人として、共同体としてどこまで実行したかを評価し、その実行を再開すること 

  私たちは自分の行政単位で何をするつもりですか。奉献生活年を十分に生きるための私たちの計画は何です

か。この奉献生活年を召命司牧にとって有益なものとするためにどうしたらいいでしょうか。私は、全行政単位の

評議員会、全ての召命司牧責任者、また、各共同体と一人ひとりの会員がこのことについて考察するようお願いし

ます。この修道生活年は、私たち一人ひとりと全教会のために設けられた年です。私たちの側から何の反応も無し

に済ますようなことがあってはなりません！                       

霊生局長 アンドレ・フェティス   

教皇フランシスコのサレジオ会総会へのメッセージ （2014年3月31日） 

 時々、奉献生活への召命はボランティアになるという選択と混同されます。そして、このゆ

がめられた見方は修道会にとって良くない徴候です。来年、2015年は奉献生活に捧げられ、若

者にその素晴らしさを示す良い機会となるでしょう。私たちは常に部分的な見方を避ける必要

があるので、弱い動機づけに基づく脆い召命への応答を引き起こすことはありません。使徒的

召命は、通常、良い青年司牧の結果です。召命を求めることは以下のような点に特別な注意を必要としま

す。何よりも祈り、それから、この任務に特有の活動、個人的なアプローチ、召命を呼びかける勇気、同伴

すること、家族との関わり、などです。召命が得られる地域は変化してきたし、また、今も変化していま

す。そしてこのことは、養成、同伴、識別に関して新しい要求があることを意味しています。 
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    あなたは古い廃墟を築き直し、 

    世々の礎を据え直す。 

    人はあなたを「城壁の破れを直す者」と呼び、 

    「道を直して、人を再び住まわせる者」と呼ぶ。（イザヤ、58・12） 

  

 2012年10月の最後の数日間、ハリケーン・サンディはカリブ

海諸国とアメリカ合衆国東部の人口の密集した海岸地域を襲い

ました。暴風雨は何時間も続き、それが通り過ぎた時、破壊と

死の恐ろしい爪痕が残りました。事実、これは合衆国の歴史上

二番目の最も破壊的なハリケーンです。 

 この暴風雨はニュ―ヨーク市の真東ロングアイランドにある

メリバ管区のマリア会の共同体と学校を直撃しました。幸いな

ことに、被った損害は隣人たちのそれに比べれば少なくて済み

ました。とはいえ、多数の隣人、生徒の家族、信徒教職員は、

自分たちの家が破壊され、ほとんどすべての財産を失ったこと

に気づきました。マリアニストは直ちに救援活動を組織し、食

糧品、避難所、衣類を数百人の避難者や緊急援助隊の人々に配

布し始めました。この活動は何カ月も熱心に継続し、一年以上

経った今日も、まだ続いています。 

 今回の暴風雨の数年前、アメリカ合衆国の歴史上最も破壊的

な暴風雨、ハリケーン・カタリナに応えて、メリバ管区の二つの高校はニューオリンズ付近で被害者のた

めの救援活動を組織したことがありました。この活動はニューヨークでの募金活動も含んでいましたが、

同時に、この二つの高校は生徒、修道者、信徒の先生を動員し、休暇中にニューオリンズに行き、被害者

の家や学校を再建しました。このすばらしい活動から数年後、運命の皮肉ないたずらで、彼らは他者が立

ち上がるのを助けるために自分たちが一生懸命に働いたその全く同じ破壊のために、今回、自分たちが苦

しんでいるのに気づきました。周り全体が援助を必要とする人々だったので、彼らは遠くまで行く必要は

ありませんでした。 

 [猛烈な暴風雨サンディ]後の数ヶ月、マリアニスト修道者と生徒たちは何軒かの家を再建してきました

が、その中の数軒は生徒とその家族の家でした。彼らは困難な条件や大変疲れる仕事にもかかわらず、寛

大な意気込みをもって働きました。副管区長でシャミナード高校のチャプレンであるFr. Garrett Long 

は、この活動の大部分を調整しています。彼はケレンバーグ・メモリアル高校の校長であるBro. Kenneth 

Hoagland および管区の多くの会員の支援を受けています。生徒たちが必要なところで単純に手を貸す一方

で、何人かの生徒はブラザーたちと何年か働くうちに高度の建築技術を身につけました。寛大な活動はす

べて感謝をもって受け入れられました。全体の活動はマリアニスト・カリスマの特徴である「家庭の精

神」を証ししています。休暇中、多くの生徒が、その日の建築現場での労働の後、修道院で夕方の祈り、

食事、打ち解けた交わりの時間をブラザーたちと共にします。こうすることによって、生徒たちはまた、

私たちが修道者として分かち合っている生活に触れ、寛大な奉仕は私たちマリアニスト共通の召命の根源

にある特徴、すなわち、祈りと兄弟的な関心の実りであることを直接に学ぶのです。  

メリバ管区：行動に現れた家庭の精神：生徒と修道者が生活再建に一緒に働く  

 Students with Fr. Garett Long, sm  & with Bro. Kenneth Hoagland, sm 
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 副管区長、Bro. Rogelio Nuñez の指導のもとに、スペイン管区の召命司牧担当部門は会員の生

活に関するビデオ紹介を管区の全共同体と事業所に丁度流布させたばかりです。このビデオは三

部から成っており、別々に使用することができます。 

  ●「信仰において強くあれ」は、修道者と彼らと親しい信徒による一連の証言を紹介してい

ます。（１１分） 

  ●「自分自身に“何故、修道者にならないの？”と問うてみなさい」は、若者たちに問いか

け、彼らと対話するよう励ますことを意図しています。（４分） 

  ● 「マリアニストの生活の２４時間」（３分３０秒） 

 非常に魅力的で、生きいきとしたこの作品は、多くの会員たちの参加を得て作られており、管

区の様々な年齢およびタレントの持つ豊さを強調しています。以下の写真はその幾つかの例を示

しています。 

 FUERTES EN LA FE 

（信仰において強くあれ！） 

スペインでマリアニスト修道生活 

を知らせるビデオ 
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http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/extra/Wake_up_the_world.pdf 

 教皇フランシスコは、自分も修道会に属している者として、自分の経験から総長たちが話していることが分かる、と話し

始めました。 

  次に教皇フランシスコは、教皇ベネディクト16世の次のような発言に直接言及されました：「教会は、人を改宗させること

によってではなく、証しすることによって成長するものです。本当に人を惹きつける証しは、日常的でない態度に結びつい

ているものです：それは寛大さ、執着心のなさ、犠牲、私心のなさ、人の世話するためのものです。これが証しであり、修道

生活の証し（“殉教”）なのです。修道生活は人々に“警鐘を打ち鳴らす”ものなのです。」 修道者は、その生活によって、

“一体何が起こっているのか？”と人々に問いかけます。この人たち(修道者たち)は私に何かを伝えている！彼らは日常的

な展望を越えて(生活して)いる。“ですから”、と教皇は（教皇ベネディクト16世の言葉を引用しながら）「修道生活はその人

を惹きつける力によって教会の成長を促進すべきです」と続けました。 

  「人々は、この謙虚さ、温順さ、柔和さの証しを見ると、預言者ゼカリヤが言及した「あなたたちと共に行かせてほしい。

（我々は、神があなたたちと共におられると聞いたからだ。）」（ゼカリヤ8・23）ということが必要であると感じるでしょう。飾り気

のない、尊大でない、謙虚な、人を敬愛し、奉仕する謙虚な愛徳、この愛徳の証しに直面すると、人々はこの必要性を感じ

ます。」 

  「教会は魅力的なものでなければなりません。世界を目覚めさせなさ

い！ものごとの違うやり方、違う行動の仕方、違う生き方の証し人にな

りなさい！この世の中で、違う生き方をすることは可能です。今（私が）

話しているのは、終末的な見方のことであり、この世に具体化する神の

国の価値観のことです。主に従うために全てを棄てることについての問

いかけです。でも、「徹底的（ラディカル）」という言葉を使いたくありませ

ん。福音によって徹底的に生きるということは修道者に限ることではあり

ません。全ての人に要求されていることです。しかし、修道者たちは、特

別な生き方、預言者的な生き方で、主に従うのです。私が皆様に期待

しているのはこのような証しなのです。修道者たちは、世を目覚めさせる

ことができる男女でなければなりません。」 

  「皆様は、この世にあって、普通の人間とは違うやり方で物事に取り組み、違う行動をとる本物の証し人でなければなり

ません。しかし、実際の人生では、全てが明確で、正確で、きちんと描かれることは難しいことです。人生は複雑なもので、

恵みも罪も付きものです。罪を犯さない人は人間ではありません。私たちは皆、間違いを犯しますし、私たちは自分の弱さ

を認めなければなりません。自分が弱い者であり、罪人であることを受け入れる修道者は、自分が召されている証しを無効

にするのではなく、かえってそれをより効果的なものにします。これは皆のためによいことです。ですから、私が皆様に期待

することは、証しをすることです。修道者にこの特別な証しをして欲しいのです。」 

  次に教皇が強調したのは、養成は、個人としての成長に向けてだけではなく、その養成の最終目標である神の民をも

顧慮に入れて方向付けられるべきだということです。この人たち（修道

者）を養成している間、派遣される場にいる人たちのことを考えることが

大切です：「私たちは絶えず信徒のこと、忠実な神の民のことを考えるべ

きです。復活したイエスの証人である人たちが養成されるべきです。養

成担当者は、被養成者が神の民を世話するために召されているというこ

とを念頭におかなければなりません。すべてにおいて神の民のことを考

えなければなりません。酢のように酸っぱい心（気難しい心）をもつ修道

者のことを考えてみてください：彼らは人々には向いていません。結局、

私たちが養成しなければならないのは、管理者、経営者ではなく、父親

たち、兄弟たち、旅の同伴者たち（のような人々）なのです。」 

世界を目覚めさせよ！ 
 

教皇フランシスコと総長たちと

の対話からの引用文 

（ローマ、2013年11月29日） 

With Bro. Michael McAward, SM 


